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子どもたちの遊びや学びのサポート、
将棋や工作などの特技を活かした
体験プログラムの実施など、子どもたち
の活動を広げるボランティアも募集中！
※�ボランティア登録にあたり、最初に面
接をさせていただきます。

小学校の校庭や室内で放課後や夏休みなどの長期休業中に遊べる放課後子どもひろ
ば。学校が終わってから直接参加することも、一度帰ってから遊ぶこともできます。
子どもたちは、大人のスタッフの見守りの中、自由に遊んだり宿題をしています。
学校ごとに、読み聞かせ、工作、サッカーなどの楽しいプログラムも開催しています。

ContentsContents

2面

各種生涯学習講座
参加者募集 3面

子ども総合体験プログラム
レガス子どもクラブ 4面

親子日本語教室
Family Japanese Language Class 
面向外国人的亲子日语培训班

외국인을 위한 부모와 자녀 일본어교실

絵と書がつなぐ交流の輪

友好都市児童・生徒作品交流展
－作品募集－

毎年新宿区内の児童・生徒の皆さんの絵画・書道作品を「友好都市児
童・生徒作品交流展」で展示するとともに、海外友好都市（ギリシャ・中
国）に作品を贈呈し、交流をしています。今年も展示作品を広く募集しま
す。あなたの作品で海外との友好の橋渡しをしてみませんか？
対象：新宿区に在住の3歳から15歳（中学生まで）の方。
テーマ：自由（ただし、マンガ・アニメを題材にした作品はご遠慮ください）

素材・大きさ：
①�絵画作品…縦横とも1m以内まで。額縁などは使用しないでください。
②�書道作品…通常の半紙大のもの。または長さ2m以内までのもの。
※①②とも展示の都合上、立体物はご遠慮ください。
申込み：7月31日(金)必着。参加希望の方には、作品に貼付していただく「ラベル」を
郵送いたします。新宿未来創造財団ウェブサイトからダウンロードすることもできます。
問合せ：地域交流課　Tel�03-3232-5121

放課後は
学校であそぼ！

小学校放課後

子どもひろば
運営日時：�平日の放課後（夏休みなどの長期休業中や振替休業日は10:00）～

最長18:00
実 施 校：新宿区立小学校全校

　※新宿未来創造財団では下記の19校を運営しています
　　�津久戸小、江戸川小、市谷小、愛日小、早稲田小、鶴巻小、牛
込仲之小、余丁町小、四谷小、花園小、天神小、戸塚第一小、
落合第二小、落合第三小、落合第五小、落合第六小、淀橋第四
小、柏木小、西戸山小

対　　象：�区内在住または区立小学校に在籍している小学生　
料　　金：200円（年間登録保険料相当）
申 込 み：�各小学校子どもひろば活動室（子どもひろば開催時間中のみ）また

は新宿コズミックセンターにて受付中
問 合 せ：子ども支援課　Tel�03-3232-5122

　　※�富久小、大久保小、四谷第六小、戸山小、東戸山小、戸塚第二
小、戸塚第三小、落合第一小、落合第四小、西新宿小、新宿養
護学校の子どもひろば、および「学童クラブ機能付き放課後子ど
もひろば」「開設時間を延長する放課後子どもひろば」に関しては、
新宿区子ども総合センター児童館運営係　Tel�03-5273-4544
にお問合せください

身近なものを“カガクする”、レガスサイエンスクラブが開講する
よ！ 第1弾は、「AMラジオをつくろう」 コイルを巻いて、回路を
組んで…最後は電波の実験をします。自分で作ったラジオで、
音を聞いてみよう！
日にち：5月31日（日）
コース 時間 対象
Aコース 10:00～12:00 小学1・2年生対象（要保護者同伴）
Bコース 13:30～15:30 小学3～6年生対象

会場：新宿コズミックセンター�3階大会議室
定員：各回30名（多数抽選　区内在住・在学の方優先）
料金：800円（材料費込み）
協力：野老実験クラブ
申込み：�5月21日（木）必着。往復はがき、またはFAX受信可能

な方はFax 03-3209-1833で記載例（2面）のほか、学
年・学校名・保護者氏名（同伴の場合）・緊急連絡先を
記入し、新宿コズミックセンターへ。

問合せ：子ども支援課　Tel 03-3232-5122

レガスサイエンスクラブ Vol.1
AMラジオをつくろう！

【作品展日程・会場】
10月17日（土）～20日（火）
新宿駅西口広場
イベントコーナー（予定）

ボランティアも
募集中！

http://www.regasu-shinjuku.or.jp
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多文化多文化
問合せ・外国人相談コーナー

問合せ 地域交流課　Tel 03-3232-5121
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

レガスパークレガスパーク広告スペース お問い合わせは直接各ご連絡先まで
申込先
新宿コズミックセンター
〒169-0072 新宿区大久保3-1-2　

新宿歴史博物館
〒160-0008 新宿区三栄町22

新宿文化センター
〒160-0022 新宿区新宿6-14-1

記載例

（往復はがきの場合）
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52
円

返信（表） 往信（裏）

申
込
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申
込
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住
所

①講座名など
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④電話・FAX 番号
⑤年齢
⑥性別

52
円

※ 在学・在勤の場合は、通学・勤務先名・所在地を
ご記入ください。Webマークの付いた講座は、インターネットから申し込み可

内山ピアノ教室☆生徒募集　☎3952-6225
幼児～大人　初心者歓迎　楽しく丁寧なレッ
スン♪無料体験有！落合南長崎・中井駅７分

ブラジル生まれのカポエイラで楽しくキック
4歳から学べる親子クラスも有り。回払い。
08055251899かカポエイラ・テンポで検索

こどもバレエ生徒募集！ tel:090-4416-1114
毎水曜15:30-16:30 新宿村スタジオ月6000円
ADAGIO BALLET（アダジオバレエ）

中高年の英会話　仲間募集　明日にかける橋
英会話を始めるのに年なんか関係ありません
月３回　４０００円　入会金　２０００円
場：主に四谷地域センター　土曜日10:30～
12:00　岩崎　０３－３２２６－３４７７

（4月30日迄）０８０－７８２９－９８４５

広告のお申し込みは　
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/
　

通訳・翻訳
ボランティア募集

新宿区内に住んでいる
多くの外国人の支援！

通訳・翻訳能力がある方にボランティアとして
登録していただき、必要に応じて随時依頼を
行っております。

対象： どの言語でも登録できます。英語に関し
てのみ英語検定準1級、またはTOEIC 
800点以上の方となります。

申込み： 規定の申し込み書に記入してFAX、E
メールで新宿コズミックセンターへ。

問合せ： 地域交流課　Tel 03-3232-5121
Fax 03-3209-1833

jigyou@regasu-shinjuku.or.jp

It can be hard for mothers and fathers of small 
children to find an opportunity to study 
Japanese. This class provides childcare onsite.
Family Japanese Language Class 
for Foreign Residents
Ten classes per semester, three semesters per year. 
Everyone can have fun learning Japanese together.
We will teach Japanese to parents and children 
who can’t understand Japanese. Parents are 
welcome to come without their children. Everyone 
can have fun studying together. Participants are 
more than welcome to bring their little babies!
Date and Time： Every Saturday 10:00 to 12:00 
(Ten classes per semester)
Semester 1: May 9 to July 11
Semester 2: September 12 to November 14
Semester 3: January 9 to March 12
Location： Okubo Elementary School  Tsutsuji 
Room (1-1-21 Okubo)
Eligibility： Parents and their children who have 
introductory to beginner level Japanese (Parents 
may participate without their children as well)
Capacity： 20 parent-and-child pairs (first-come, 
first-served)
Fee： 500 yen per person (for all ten lessons) 
Childcare is free of charge.
Co-host： Shinjuku Niji-no-kai
To apply： Contact the Shinjuku Cosmic Center by 
telephone, fax, or e-mail. Write the following 
information: 1. Parent’s name (with furigana), 
languages spoken, 2. Child’s name (with furigana), 
age, languages spoken, 3. Address, 4. Telephone 
number, 5. Fax number (if applicable)
*Detailed information will be sent to applicants.
For more information：contact the Regional 
Exchange Division. Tel 03-3232-5121　Fax 03-
3209-1833　 jigyou@regasu-shinjuku.or.jp

本培训班面向因育儿而错失日语学习
机会的父母，并附带托儿服务。

面向外国人的亲子
日语培训班
1学期、10次3学期制。让我们一起快乐的

学习日语吧！

对不懂日语的父母和子女，我们将细心传

授。父母也可单独参加。让我们快乐学习

吧。也欢迎您带着婴幼儿一同前来参加！

日期：每周六10:00～12:00开班（各学期共10次）

1学期　5月9日～7月11日　

2学期　9月12日～11月14日

3学期　1月9日～3月12日

会场：大久保小学杜鹃花教室（大久保1-1-21）

对象：日语水平从入门到初级的父母和子

女（父母也可单独参加）

定额：20组（按先后顺序）

费用：参加者每人500日元（含10次课） 免

费托儿　

共同举办：新宿区虹之会

申请：以电话、传真或邮件中的任何一种

方式向新宿Cosmic Center申请。并标明①

父母姓名（带假名注音）、熟悉的语言　②

小孩姓名（带假名注音）、年龄、熟悉的语

言　③住址　④电话号码　⑤传真号码

（如有请填写）。

※我们将向申请人发送详细的通知。

咨询：地域交流课　电话03-3232-5121　

传 真03-3209-1833　 邮 箱 jigyou@regasu-

shinjuku.or.jp

육아로 인해 일본어를 배울 기회를 
놓친 어머니와 아버지를 위한 탁아를 
겸한 교실입니다

외국인 가정을 위한 
일본어 교실
1학기 10회의 3학기제. 모두 즐겁게 일본어를 

배웁시다.

일본어를 못하는 부모와 자녀에게 세심하게 

일본어를 가르쳐 드립니다. 부모만 참가해도 

됩니다. 즐겁게 공부합시다. 영유아를 동반한 

참가도 대환영합니다!

일시： 매주 토요일10:00~12:00개최(각 

학기 모두 10회)

1학기 5월 9일~7월 11일

2학기 9월 12일~11월 14일

3학기 1월 9일~3월 12일

장소：오오쿠보 초등학교 츠츠지룸(오오쿠보1-1-21）

대상：일본어 수준이 입문부터 초급 정도

인 부모와 자녀(부모만도 가능)

정원: 20쌍(선착순)

비용：참가자 1인당 500엔(10회분)  탁아

아동은 무료

공동주최：신주쿠구 니지노카이

신청：전화, 팩스, 이메일 중에서 신주쿠코

즈믹센터로 보내 주십시오. ①부모 이름(발

음표기), 가능한 언어 ②자녀 이름(발음표

기), 연령, 가능한 언어 ③주소 ④전화번호 

⑤팩스번호(있는 경우)를 적어 주십시오.

※신청하신 분께는 자세한 안내를 보내 드립니다.

문의：지역교류과 전화 03-3232-5121

팩 스 03-3209-1833　 이 메 일 jigyou@

regasu-shinjuku.or.jp
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NPO法人新宿区ウオーキング協会　10周年記念例会
夏目漱石ゆかりの地を歩こう
若宮公園～漱石山房・漱石公園
約15km
※昼食をご用意ください。
日時：4月25日（土）　

受付8:40～9:00(解散15:00予定）
集合：若宮公園
最寄駅…都営地下鉄大江戸線「牛込神楽坂駅」
／ JR総武線・東京メト有楽町線・南北線・東
西線・都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅」

コース：若宮公園 (スタート)→神楽坂→伝通
院→根津神社→宝蔵院→神田川→早稲田大学
→漱石公園（ゴール）

解散：漱石公園
最寄駅…東京メトロ東西線「早稲田駅」
料金：400円
問合せ：NPO法人新宿区ウオーキング協会

Tel 090-3217-4109

NPO法人新宿区ウオーキング協会第123回例会
江戸・東京今昔物語、金座と日銀
＆警視庁と伝馬町牢屋敷ウォーク
北の丸公園・日本武道館前～
十思公園　約10km
日時：5月12日（火）　

受付8:40～9:00(解散12:00予定）
集合：北の丸公園・日本武道館前
最寄駅…東京メトロ東西線・半蔵門線・都営
地下鉄新宿線「九段下駅」

コース：北の丸公園・日本武道館前（スター
ト)→皇居東御苑→日比谷公園→東京駅前→日
本橋→十思公園（ゴール）

解散：十思公園
最寄駅…東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」
料金：400円
問合せ：NPO法人新宿区ウオーキング協会

Tel 090-3217-4109

レガス健康ウォーキング
副都心線沿線ウォーク
池袋西口公園 ～ 代々木公園・原宿門　約9km
日時：5月20日（水）　

受付8:40～9:00(解散12:00予定）
集合：池袋西口公園
最寄駅…JR山手線・埼京線・湘南新宿ライ
ン・東武東上線・西武池袋線・東京メトロ丸ノ
内線・有楽町線・副都心線「池袋駅」

コース：池袋西口公園（スタート)→雑司が谷
→西早稲田→東新宿→新宿三丁目→北参道→
原宿→代々木公園　原宿門（ゴール）

解散：代々木公園
最寄駅…JR山手線「原宿駅」／東京メトロ千代
田線・副都心線「明治神宮前駅」　
料金：400円
問合せ：スポーツ課　Tel 03-3232-7701

（当日連絡先：NPO法人新宿区ウオーキング
協会　Tel 090-3217-4109）

いきいきウォーク新宿
戸塚地区楽しく、
いきいきウォーク
戸塚地域センター ～落合公園 
約4km
日時：5月29日（金）　

受付9:10～9:30(解散12:00予定）
集合：戸塚地域センター
最寄駅…JR山手線・西武新宿線・東京メトロ
東西線「高田馬場駅」

コース：戸塚地域センター（スタート)→清水
川橋公園→おとめ山公園→佐伯公園→坂上通
り→落合公園（ゴール）

解散：落合公園
最寄駅…西武新宿線・都営地下鉄大江戸線

「中井駅」
問合せ：新宿区健康部健康推進課健康事業係

（第二分庁舎分館１階）　Tel 03-5273-3047

情報
健康一歩一歩 、

健康づ く ♪り

持ち物・服装：手が自由になるように、また運動しやすい服装（スカート不可）・運動靴でお越しくだ
さい。なお、飲み物・帽子・雨具などは各自でご用意ください。申込み：当日受付時間内に直接集
合場所までお越しください。※雨天決行　企画・運営：NPO法人新宿区ウオーキング協会

無料無料

mailto:jigyou@regasu-shinjuku.or.jp
mailto:jigyou@regasu-shinjuku.or.jp
mailto:jigyou@regasu-shinjuku.or.jp
mailto:jigyou@regasu-shinjuku.or.jp
mailto:jigyou@regasu-shinjuku.or.jp
mailto:jigyou@regasu-shinjuku.or.jp
mailto:jigyou@regasu-shinjuku.or.jp
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ad/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/
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学  習学  習

申込み：�各締切日必着（多数抽選）。往復はがきまたは受信可能な
ＦＡＸがある場合はFax 03-3350-4839へ記載例（2面）
のとおり記入し、新宿文化センターへ。 Web

区民プロデュース
支援事業とは…

ラ 　 イ 　 フ 　 ア 　ッ　 プ　 講　 座

趣味
はじめての人のための 
健康マージャン講座
〜健康マージャンサークル
　らくじゃん〜
健康マージャンデビューでいきいき、楽しく！
ゲームの楽しさを体験できます。はじめての方
対象の講座です。
日時：�6月1日〜7月6日のうち全４回�

(月曜日)10:00〜12:00
対象：概ね30代〜80代　20名
会場：住吉町生涯学習館(住吉町13-3)
料金：4回分2,000円
申込締切：5月20日(水)

ダンス   
中高年向けストレッチと 
ジャズダンス
〜 K＆Kパッション〜
ヨガやピラティスを行い腰痛や更年期症状を和らげな
がら、楽しく踊って健康維持と若返りをめざしましょう。
日時：�5月12日〜2月23日のうち全20回(火曜

日)原則14:30〜16:00
対象：主に中高年女性　15名　
会場：住吉町生涯学習館(住吉町13-3)
料金：半期(10回)8,000円　
申込締切：4月24日(金)

料理
手作り料理教室
〜かえで会〜
プロ料理人の味を学び、ご家庭でもその味を
再現してみましょう。どなたでも参加できます。
日時：�5月10日〜2月28日のうち全20回(日曜

日)13:30〜16:30
対象：30歳以上の方　30名
会場：北新宿生涯学習館(北新宿3-20-2)
料金：半期(10回)�11,000円(食材費込)
申込締切：4月30日(木)

音楽
子どものための合唱講座
〜落合少年少女合唱団〜
歌の好きな子あつまれ！練習や発表会で仲間
とすてきなハーモニーを奏でよう！
日時：�6月13日〜2月20日のうち全20回(土曜

日)10:00〜12:00
対象：小学1年生〜中学生　28名
会場：落合地区小学校
料金：1回400円
申込締切：5月30日(土)

趣味
タブレット 使いこなし講座
〜ＮＰＯ法人テラ・ガーデン新宿〜
タブレットをもっと使いこなしたい方のための
講座です。便利で楽しい機能を紹介します。
日時：�6月17日〜7月8日の全４回(水曜日)�

19:00〜20:30
対象：50代以上の方　15名
会場：テラ・ガーデン新宿　(百人町3-1-6)
料金：4回分4,000円
申込締切：6月12日(金)

講座参加者募集
運営団体（サークル）が新宿未来創造財団から事業支援を受けて自主的に企
画する事業です。申し込みに際しお預かりした個人情報は、新宿未来創造
財団から運営団体（サークル）に提供させていただきます。

新しいことを始めてみませんか
区 民 プ ロ デ ュ ー ス 支 事援 業

問合せ 新宿文化センター（新宿6-14-1）
　Tel 03-3350-1141

自然素材で作る
寄せ植え人形づくり講座
水苔などを使ってかわいい人形（アニマルモストピアリー）を作り、
花とともに植え、手作りの鉢を作ってみませんか。
日時：��5月25日(月)　

午前コース10:00〜11:30　
午後コース13:30〜15:00

会場：西戸山生涯学習館　2階講習室（百人町4-7-1）　
講師：大橋秀子（人材バンク登録者）
対象：どなたでも（区内在住・在勤・在学の方優先)　

各コース30名(多数抽選)
料金：2,500円（花・鉢・園芸用軍手等材料費込）　

やさしい経済と金融入門講座 
豊かな経済生活実現のために、証券投資の
仕組みや基本的な知識と経済・金融の現状
を学ぼう！！
会場：新宿コズミックセンター　3F大会議室　
講師：NPO法人エイプロシス　
定員：各回６０名（先着順）

③ 5月9日(土)
10:00〜12:00

金融商品トラブルから身を
守るための証券基礎知識

金融トラブルの背景、金融商品広告の留意点、
証券取引の基本について

④ 5月9日(土)
13:00〜15:00

教育資金・住宅資金の貯め
方・借り方・殖やし方

教育資金や住宅資金をスムースに用意するた
めの方法について

⑤ 5月23日(土)
10:00〜12:00

セカンドライフの経済生活
設計

現役リタイア後の暮らしの不安を取り除き、充
実したものとするためのお金とのつき合い方に
ついて

⑥ 5月23日(土)
13:00〜15:00

資産運用に役立てるための
経済ニュース、新聞経済記
事の読み方

世の中の動きや上場企業の動向を知り、資産運
用に役立てるためには、どのようなニュース・記
事に注目すればよいかについて

申込み：�NPO法人エイプロシスウェブサイト内「初心者向け無料証券セミナー」のページhttp://
www.aprosis.com/、またはFax 03-3667-8464かTel�03-3667-8183で、希望講座番号
（③〜⑥）、氏名、郵便番号・住所、電話番号を、ＮＰＯ法人エイプロシス東京本部事務局へ。

Web

無料無料

5月講座 将棋教室
将棋の経験がない方のための初心者教室

（①）と、プロ棋士の指導対局による経験
者教室（②）です。どちらも年齢に関係な
く参加できます。
日時：５月２４日（日）　

午前の部10:00〜１1:30
午後の部１３:00〜14:00

会場：新宿文化センター　
4階第2会議室

講師：（公社）日本将棋連盟所属プロ棋士
定員：各２０名（先着順）
申込み：�5月8日（金）必着。記載例(2面)

のほか、①または②、午前また
は午後の希望を記入し、往復は
がき、Eメール、受信可能なＦＡ
Ｘがある場合はFax 03-3404-
7301のいずれかで（公社）日本
将棋連盟へ。

主催：(公社)日本将棋連盟
問合せ：�(公社)日本将棋連盟普及免状部学校教育課　〒151-8516渋谷区千駄ヶ谷2-39-9　

Tel�03-3408-6234　 taikai24@shogi.or.jp

明るく豊かな表情のための
シニアメイクアップ講座（女性限定）
日ごろのお手入れやほんの少しメイクを変えるだけで、印象も気持ちも大きく変わります！
この機会に「かづきメイク」を学び、笑顔あふれるいきいきライフを過ごしましょう。
日時：5月27日・6月3日・10日の毎週水曜日（全3回）

午前コース（対象：概ね40〜60歳）10:00〜12:00
午後コース（対象：概ね60歳以上）14:00〜16:00

会場：REIKO�KAZKI�東京サロン
（左門町3-1左門イレブンビル４階）

最寄駅：東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」
講師：REIKO�KAZKI所属講師
対象：各25名（多数抽選）　
料金：全3,400円（メイク用品代込）
※「かづきメイク」は有限会社かづきれいこの登録商標です。

申込み：�5月14日(木)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある場合はFax�03-3350-4839へ記載例（2面）のほか希望コースを記入し、新宿文化センターへ。
問合せ：新宿文化センター　Tel�03-3350-1141

Web

無料無料

将棋を覚えて楽しみたい人！
プロを相手に力試しをしたい方。
日本将棋連盟所属の棋士が指導します。

お詫びと訂正について
　平素はOh ! レガス新宿ニュースをご愛読
いただきありがとうございます。
　Oh ! レガス新宿ニュース4月5日号につき
まして、5面に掲載しました「歴史・文化探訪 
日暮里・谷中・寺町散策」の記事において誤
りがありました。
　正しくは以下のとおりになります。お詫び
して訂正いたします。

「日暮里・谷中・寺町散策」のコース
＜正＞�道灌山→向陵稲荷神社→青雲寺→岡

倉天心宅跡→観音寺の築地塀→経王
寺→本行寺

＜誤＞�本行寺→経王寺→観音寺の築地塀→
岡倉天心宅跡→青雲寺→道灌山→向
陵稲荷神社

区民を対象とした講座やイベントを
企画・実施してみませんか！

平成27年度
区民プロデュース支援事業
第2回実施団体募集のお知らせ

説明会の開催のお知らせ 
日時：4月28日（火）�①13:30〜15:00�

　　　　　　②19:00〜20:30
会場：新宿文化センター（新宿6-14-1）　4階第3会議室
説明会前日までに電話またはFax�03-3350-
4839で新宿文化センターまで申し込み。
※�上記日程に参加できない場合は、
　別途個別説明いたします。

Web

人気講座窓辺や庭先に
かわいい
鉢植え

教養講座をはじめ、趣味・文化・芸術・健康・
スポーツ・家庭教育・子育て・国際交流などの優れた講座・イベントに対し支援します。
募集内容：区民（主に初心者）を対象とした各種講座・イベントの企画運営　募集対象：自主的に活
動する区内の団体（サークル）　支援内容：施設の優先予約、広報周知、支援金の支給　支援対象
期間：10月1日(木) 〜平成28年3月31日(木)　募集期間：〜6月5日(金)17:00まで　応募方法：所
定の用紙に必要書類を添付し、必ず事前予約のうえ、新宿文化センターへ持参。※詳しくは、新宿
文化センター、新宿コズミックセンター、各生涯学習館、各地域センターで配布の「活動団体支援
制度のご案内」および「募集要項」「事業申請・様式」をご覧ください。いずれも新宿未来創造財団ウェ
ブサイトからダウンロード可。

http://www.aprosis.com/
http://www.aprosis.com/
mailto:taikai24@shogi.or.jp
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スポーツスポーツ 問合せ スポーツ課　Tel 03-3232-7701
新宿コズミックセンター（大久保3-1-2）

（（5月休館日のお知らせ））�新宿コズミックセンター11日（月）〜13日（水）　※プール・弓道場11日(月）〜15日（金）　／大久保スポーツプラザ18日（月）　／新宿文化センター12日（火）　／新宿歴史博物館11日（月）･25日（月）　／ 
林芙美子記念館･佐伯祐三アトリエ記念館･中村彝アトリエ記念館7日（木）･11日（月）･18日（月）･25日（月）　／生涯学習館〈赤城･住吉町･西戸山〉11日（月）　〈戸山･北新宿〉25日（月）

子ども子ども

初心者フットサル教室(第1期)
ボールの蹴り方、止め方などの基本から丁寧に指導します。これからフットサルを始めたい方やお
ひとりでの参加も大歓迎！ミニゲームなども行いながら、楽しくプレーしましょう。
日時：5月29日〜7月17日の毎週金曜日(全8回)20:00〜21:30
会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室
対象：区内在住・在勤・在学(高校生以上)の方　

25名（多数抽選）
料金：全4,000円 ※欠席時の返金なし
主催：新宿区サッカー協会フットサル委員会
申込み： 5月14日(木)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXが

ある場合はFax 03-3209-1833へ記載例(2面)のとおり
記入し新宿コズミックセンターへ。

※27年度は2〜3ヶ月ごとに4期に分け実施予定

初心者弓道教室(前期)
日本の伝統武道である「弓道」は、心と技から成り立ちます。技に従い、道
に進むといわれるように、まずは正しい技術の習得から始めてみませんか！
日時：5月26日（火）・28日（木）・30日（土）、6月2日（火）・4日（木）・6日（土）

(全6回)19:00〜21:00
会場：新宿コズミックセンター　1階弓道場
対象： 区内在住・在勤・在学で高校生〜概ね65歳までの健康で運動する体

力のある方　15名(多数抽選）※指導の性質上、必ず全6回出席でき
る未経験者に限ります。

料金：全3,000円
主催：新宿区弓道連盟
申込み：5月12日（火）必着。往復はがきに記載例（2面）のとおり記入し新宿コズミックセンターへ。
※27年度は前期・後期に分け実施

ローラースポーツ初心者教室
ローラースケート（インライン）は子どもから大人まで楽しめるスポーツです。経験者（インストラク
ター）が丁寧に指導しますので、お気軽にご参加ください。会員も募集中。
日時：①6月7日、②6月14日、③6月21日　いずれも日曜日10:00〜11:00（①〜③は同内容）　

※①〜③の日程から選択
会場：新宿スポーツセンター　5階多目的コート（大久保3-5-1）
対象：どなたでも　10名（先着順）　主催：新宿区ローラースポーツ連盟
申込み：5月30日(土)必着。（ただし先着順のため定員になりしだい締め切り）

往復はがき・電話・FAXのいずれかで、記載例（2面）のほか、希望日（①〜③）を記入し、
新宿区ローラースケート連盟へ。

※貸し出し用具もあり。（ただしサイズがない場合あり）
　 用具（ローラースケート（インライン）、ヘルメット、ひざ当て）の持ち込み可。
　問合せ： 新宿区ローラースポーツ連盟　福本　

〒162-0041新宿区早稲田鶴巻町302　Tel/Fax 03-3203-4006　

6月初級卓球教室
初心者や初級の方向けの教室です。気軽に卓球を始めてみませんか！
日時：6月4日・11日・18日・25日の毎週木曜日

〈午前クラス〉9:30〜11:00　〈昼クラス〉13:30〜15:00
〈夜間クラス〉19:00〜20:30　各クラス全4回

会場：新宿コズミックセンター　2階大体育室　講師：新宿区卓球連盟
対象：区内在住・在勤で全回参加できる方　
定員：各クラス12名（多数抽選、初めての方優先）　
料金：全2,000円※欠席時の返金なし
申込み： 5月14日（木）必着。所定の申込書（新宿コズミックセンターで配布）もしくは往復はがきに記

載例（2面）のほか、希望クラス名と卓球歴を記入し、新宿コズミックセンターへ（1名1応募
のみ）。抽選後、返信はがきを送付または5月21日（木）に新宿コズミックセンター窓口に当
選番号を掲示します。※返信を希望する場合は必ず往復はがきでお申し込みください。 
※電話での当落問い合わせは平日9:00〜17:00。※安全上、小学生は往復時と教室時間
中の保護者付き添いが必要です。

無料無料

無料無料ダンス系レガスポ !　受講生によるダンスステージ
レガスポ !　ダンス発表会
ダンスを習っても、発表する機会がないのは残念、との声から生まれた発表会。この機会に華麗な
姿をお楽しみください。
日時：5月16日（土）11:00〜11:30　会場：新宿コズミックセンター　地下1階小体育室
申込み： 当日直接ご来場ください。※室内履きをお持ちください。

新宿コズミックセンター　5月臨時休館
館内設備点検および修繕のため、下記の期間は休館いたします。ご不便をおかけしますが、ご
理解ご協力をお願いいたします。
プール・弓道場：5月11日（月）〜15日（金）　そのほか体育施設・会議室：5月11日（月）〜13日（水）
1階事務所は休館期間中9:00〜17:00の営業です。　16日（土）以降通常開館となります。
※スポーツプログラム「レガスポ！」は5月11日（月）〜16日（土）まで休講します。

レガス子どもクラブ〜総合体験編〜

1　レガスクラブの仲間をつくろう 会場
レガスクラブ活動開始！まずは自分の名札、名刺を作って１年間一緒
に活動する仲間を集めよう！集まった仲間とグループの名前や合言葉
を考えたり、オリジナルの旗をつくろう！
① 5月17日(日) 名札・名刺を作って仲間づくり開始 新宿

コズミック
センター

② 5月24日(日) 仲間と協力して頂点を目指そう
③ 6月7日(日) 仲間と一緒に自分たちの旗を作ろう
2　くだものデザートをつくろう 会場
グループでの共同作業開始！みんなで協力してくだものデザートをつ
くるよ。どんな果物を使ってどんなデザートをつくるか、オリジナルデ
ザインのデザートづくりに挑戦だ！
④ 6月21日(日) 季節のくだものを調べよう

西戸山
生涯学習館⑤ 7月5日(日) 新宿高野協力！！くだものデザートを考えよう

⑥ 7月12日(日) くだものデザートをつくろう！！
3　新宿のまちの宝物を探そう 会場
新宿のまちにはどんなものがあるかな？新宿のまちを皆で歩いてみ
ていろいろな宝物(花や樹木、川、公園、生き物など）いくつ探せるか
挑戦だ！
⑦ 8月30日(日) まちの宝物を探そう 新宿

コズミック
センターほか

⑧ 9月13日(日) まちの宝物を集めよう
⑨ 9月27日(日) 集めたまちの宝物を発表しよう
4　新宿の文化財・地場産業を調べよう 会場
自分たちのまち新宿を再発見！新宿の地場産業や文化財を探ってみよう！
自分たちのまち新宿のすごさをいくつ発見できるかな！？
⑩ 10月4日(日) 新宿の文化財「新宿末廣亭」を探る 新宿末廣亭、

印刷博物館
ほか

⑪ 10月18日(日) 新宿の地場産業「染色業」に挑戦！
⑫ 11月8日(日) 新宿の地場産業「印刷業」を探る

5　新宿かるたをつくろう 会場
新宿のまちで見つけた宝物を使って、みんなで「新宿かるた」をつくっ
て遊ぼう！かるたのキーワードを考えたり、絵をデザインしたり、み
んなで「新宿かるた」をつくるよ。
⑬ 11月15日(日) 新宿のまちを連想してかるたづくりに挑戦 新宿

コズミック
センター

⑭ 12月6日(日) 読み札のキーワード・絵札をつくろう
⑮ 12月20日(日) みんなで大かるた大会
6　仲間で遊びを考えて遊ぼう 会場
レガスクラブの総仕上げ！1年間一緒に活動した仲間たちとの時間も
あと少し。仲間と新しい遊びやゲームを考えてみんなで遊ぼう！
⑯ 1月17日(日) 新しい遊び・ゲームを考えよう

新宿
コズミック
センター

⑰ 1月31日(日) 新しい遊び・ゲームをつくってみよう
⑱ 2月7日(日) 新しい遊びの遊び方を考えよう

⑲ 2月21日(日) みんなで協力して考えた遊び・ゲーム
完成

⑳ 3月6日(日) 最後はみんなで考えた遊び・
ゲームで遊んじゃおう！

時間：原則10:00〜12:00
天候やそのほかの事情により
プログラム内容を変更する
場合があります。

協力：NPO法人東京児童文化協会、
目白大学

対象：区内在住･在学の小学生50名(多数抽選) 
料金：8,000円(年間)　※別途材料費あり 
申込み： 4月30日(木)必着。往復はがきまたは受信可能なFAXがある

場合はFax 03-3209-1833へ、記載例(2面)のほか、学校名
･学年、保護者名･連絡先を記入し、新宿コズミックセンターへ。

問合せ：子ども支援課　Tel 03-3232-5122

授業やクラブ活動、ダンススクールなどで練習した
リズムダンスのパフォーマンスを、晴れの舞台で披
露する大会です。この夏、仲間と一緒に楽しく踊ろう！
ふるってのご応募をお待ちしています。
日時：8月13日（木）　小学生部門（学校参加の部）

　  14日（金）　小学生部門（オープン参加の部）
　  15日（土）　中学生部門

会場：新宿文化センター　大ホール（新宿6-14-1）
対象： 小学校、中学校に通う児童・生徒、5名以上

40名程度で編成したチーム。
部門と受付期間：

小学生部門（学校参加の部）　6月26日（金）必着
小学生部門（オープン参加の部）および中学生
部門　6月15日（月）必着
コンクールウェブサイトより、所定のエントリー
フォームをダウンロードし、EメールまたはFAX
にて申込みください。

主催：朝日新聞社
問合せ：全日本小中学生ダンスコンクール事務局　
〒104－8313　中央区銀座7-16-12　G-7ビル　
朝日広告社内Tel 03-3547-5570（平日10:00〜
12:00･13:00〜17:00） dance@ad.asakonet.
co.jp　http://www.asahi.com/event/dance/

第3回 全日本小中学生
ダンスコンクール　

東日本大会
出場チーム大募集！

年間プログラム(予定)

なぎなた初心者教室
なぎなたは生涯スポーツです。年齢や性別に関係なく取り組むことが
できる武道です。
日時：6月3日・10日・17日・24日の毎週水曜日（全4回）19:30〜21:00
会場：新宿スポーツセンター　第二武道場（大久保3-5-1）
対象：区内在住・在勤・在学で小学生以上の方　

10名（多数抽選）
料金：全2,300円（保険料含む）　主催：新宿区なぎなた連盟
申込み： 5月15日(金)必着。往復はがきまたはＥメールで、記載例(2面)のとおり記入し、 

新宿区なぎなた連盟へ。
※なぎなたは貸し出しします。動きやすい服装（スカート・タイツ不可）、裸足で参加のこと。
※ 土曜教室：7月4日〜7月25日、小中学生限定無料教室：7月29日〜8月8日を実施予定（都度参加者募集予定）
問合せ： 新宿区なぎなた連盟　蓮沼　〒169-0056新宿区若松町37-4 shinka82@yahoo.co.jp(富澤）

Web
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